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この前書きは、次の項で構成されています。

• 新機能および変更された機能に関する情報, i ページ

• 対象読者, ii ページ

• マニュアルの構成, ii ページ

• 表記法, iv ページ

• 関連資料, vi ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, vi ページ

新機能および変更された機能に関する情報
次の表は、この最新リリースに関するガイドでの主な変更点の概要を示したものです。

表 1：Cisco Integrated Management Controller Software リリース 3.0.1 の新機能と重要な動作の変更

参照先説明機能

概要NIM Eシリーズネットワークコン
ピュートエンジン（NIM Eシリーズ
NCE）のサポート。

NIM Eシリーズネットワークコン
ピュートエンジンサポート

Cisco UCS E シリーズサーバと Cisco UCS E シリーズネットワークコンピュートエンジンの統合管理コ
ントローラ向けの GUI 構成ガイド、リリース 3.x    
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参照先説明機能

障害およびログの表示[Navigation]ペインの [Server]タブにあ
る [Fault Sensors]が [Facults and Logs]
に変更されました。

[Faults and Logs]タブの下に、次の新
しいタブが追加されました。[Fault
History]、[Cisco IMC Log]、[Logging
Controls]。

以前のリリースでは、[CIMC
Log]（現 [Cisco IMC Log]）
タブと [Logging Controls]タ
ブは、[Admin]タブの下にあ
りました。

（注）

障害およびログ

ネットワーク関連の設定NAM機能とNTPサービスを有効にす
るためのサポートが追加されました。

ネットワーク解析モジュール（NAM）
および Network Time Protocol（NTP）
の設定

サーバユーティリティCIMCログインページにバナーが追加
されました。バナーファイルの内容

は、CIMCGUIの [Utilities]ページで変
更できます。

ログインバナーファイル

対象読者
このガイドは、次の 1つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象
にしています。

•サーバ管理

•ストレージ管理

•ネットワーク管理

•ネットワークセキュリティ

マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。
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説明タイトル章

Cisco UCS E-Series Servers、Cisco UCS Eシリーズネット
ワークコンピュートエンジン、および CIMC GUIの概要
を紹介します。

概要第 1章

サーバ上のオペレーティングシステム（OS）の設定方法
を説明します。

サーバのオペレー

ティングシステム

のインストール

第 2章

サーバのブートデバイスの順序、サーバの電源、電力使

用ポリシー、および BIOSの設定方法について説明しま
す。

サーバの管理第 3章

RAIDを設定および管理する手順について説明します。

RAID機能はEシリーズサーバおよび SM Eシ
リーズ NCEに適用されます。RAID機能は
EHWIC Eシリーズ NCEおよび NIM Eシリーズ
NCEには適用されません。

（注）

RAIDを使用した
ストレージの管理

第 4章

サーバのCPU、メモリ、電源、ストレージ、PCIアダプタ
および LOMのプロパティの表示方法について説明しま
す。

サーバのプロパ

ティの表示

第 5章

温度、電圧、ストレージのセンサーの表示方法について説

明します。

サーバのセンサー

の表示

第 6章

仮想 KVM、仮想メディア、および Serial over LAN接続の
設定方法を説明します。

リモートプレゼン

スの管理

第 7章

ユーザアカウントの追加または変更方法、ActiveDirectory
によるユーザ認証の設定方法、ユーザセッションの管理

方法を説明します。

ユーザアカウント

の管理

第 8章

ネットワークインターフェイス、ネットワーク設定、ネッ

トワークセキュリティ、NAM、およびNTPの設定方法を
説明します。

ネットワーク関連

の設定

第 9章

HTTP、SSH、IPMI、および SNMPによるサーバ管理コ
ミュニケーションの設定方法を説明します。

コミュニケーショ

ンサービスの設定

第 10章

サーバ証明書を生成、アップロード、および管理する方法

を説明します。

証明書の管理第 11章
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説明タイトル章

プラットフォームイベントフィルタを設定および管理す

る方法を説明します。

プラットフォーム

イベントフィルタ

の設定

第 12章

ファームウェアイメージを取得、インストール、および

アクティブにする方法を説明します。

ファームウェア管

理

第 13章

障害情報の表示方法、CIMCログとシステムイベントロ
グメッセージの表示、エクスポート、およびクリア方法

を説明します。

障害およびログの

表示

第 14章

サポートデータのエクスポート方法、サーバ設定のエク

スポート方法とインポート方法、サーバ設定を出荷時デ

フォルトにリセットする方法、管理インターフェイスのリ

ブート方法を説明します。

サーバユーティリ

ティ

第 15章

診断テストの実行方法を説明します。診断テスト第 16章

表記法

説明テキストのタイプ

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのようなGUI要素は、[GUI
要素]のように示しています。

ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ

ンタイトルは、[メインタイトル]のように示しています。

GUI要素

表示どおりにユーザが入力するテキストやユーザが押すキーは、この

フォント（例：this font）で示しています。
ユーザ入力

マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。マニュアルのタイトル

システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

システム出力

CLIコマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。

CLIコマンドの引数は、このフォント（例：this font）で示しています。

CLIコマンド

角カッコの中の要素は、省略可能です。[ ]
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説明テキストのタイプ

どれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

{x | y | z}

どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

[x | y | z]

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみなされます。

string

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま

す。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで

示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

!、#

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。（注）

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、

ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ヒント

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき

ます。

ワンポイントアドバイス
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger.You are in a situation that could cause bodily injury.Before you work
on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard
practices for preventing accidents.Use the statement number provided at the end of each warning to locate
its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

警告

関連資料
『Documentation Guide for Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco UCS E-Series Network Compute
Engine』にはすべての製品ドキュメントへのリンクが示されています。

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、毎月更新される

『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の
技術マニュアルの一覧も示されています。

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSSフィードとして購読できます。また、リー
ダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ

ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。

ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitterをフォローしてください。
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関連資料

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/e/1.0/roadmap/e_series_road_map.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/e/1.0/roadmap/e_series_road_map.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://twitter.com/ciscoucsdocs
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